
Web受付システム操作ガイド

①新規申込の方
（IDを取得するまで）

③申込完了後の流れについて

④既に申込をしていて
決済サービスを追加したい方

⑥審査状況を確認したい方

1ページ からご覧ください

7ページ からご覧ください

25ページ からご覧ください

34ページ からご覧ください

②新規申込の方
（IDを取得した後）

⑤既に申込をしていて
店舗を追加したい方 30ページ からご覧ください

※本操作ガイドは、2020年6月22日時点の画面を元に作成しており、閲覧時の内容と異なる場合がございます。

⑦アカウント情報の修正や
店舗情報の
修正・削除をしたい方 37ページ からご覧ください

28ページ からご覧ください
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①新規申込の方
（ IDを取得するまで）



2①新規申込の方（IDを取得するまで）―ログイン画面

アカウントをお持ちでない方は、
新規ユーザー登録を行う必要があります。

最初に表示されるログイン画面で「新規登録」をクリックしてください。



3①新規申込の方（IDを取得するまで） ―仮登録画面

次に、仮登録を行います。

ご利用になるメールアドレスを空欄に入力し、「登録」をクリックしてください。



4①新規申込の方（IDを取得するまで） ―仮登録完了画面

すると、仮登録完了画面が表示されます。

入力したメールアドレスに本登録用URLが送られますので、
受信トレイを確認してください。24時間以内の手続きが必要です。
また、数分経ってもメールが届かない場合は、
携帯電話やスマートフォンのメール受信設定を確認し、変更してください。
※メール設定を【受信拒否設定】にされている方は
「@mail.jpqr-plug.jp」からのメールを受け取れるよう設定してください。
※登録完了メールが迷惑メールフォルダ等に入る可能性ございます。念のためご確認をお願いします。



5①新規申込の方（IDを取得するまで） ―本登録

本登録用URLから、以下の画面が表示されます。

氏名、生年月日、パスワードをご入力いただき、登録をクリックしてください。
※生年月日は半角英数で、「西暦4ケタ/月2ケタ/日2ケタ」でご入力ください。

または、入力時に表示されるカレンダーから選ぶこともできます。
上に表示される年月や、左右の矢印をクリックして、ご自身の生年月日に移動できます。

※パスワードは任意の文字列を、確認用も含めて2度入力してください。



6①新規申込の方（IDを取得するまで） ―本登録完了画面

登録が完了すると、以下の画面が表示されます。

入力したメールアドレスに登録完了の通知が送られますので、
受信トレイを確認してください。

これにて新規ユーザー登録が完了しました。

確認できましたら、ログインをクリックしてください。
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②新規申込の方
（ IDを取得した後）



8②新規申込の方（IDを取得した後）―ログイン

新規申込の手順をご説明します。

ログイン画面から、登録したユーザーIDとパスワードを入力し、
「ログイン」をクリックしてください。
ユーザーIDは、登録時のメールアドレスとなります。



9②新規申込の方（IDを取得した後） ―トップ画面

ログインに成功すると、こちらのトップ画面が表示されます。

「新規申込」をクリックし、申込みを作業を始めてください。
※新規申込完了までの所要時間は約30分程度です。
※22ページの「確認して証憑入力」を押すまで、入力した内容は一時保存されません。
※45分以上ページ遷移がない場合はタイムアウトとなり、始めからやり直す必要があります。
※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。



10②新規申込の方（IDを取得した後） ―申込みに必要な書類一覧

次に、申込みに必要な書類の一覧が表示されます。

内容を充分にご確認のうえ、新規申込を始める前に必要書類をご用意ください。
準備ができましたら、「次のページ」をクリックしてください。
※画面は一例であり、実際の必要証憑とは異なる場合があります。



11②新規申込の方（IDを取得した後） ―申込に関する同意・確認事項

まずはじめに、お申込みに関する同意事項のご確認です。

内容を充分にご確認のうえ、該当する項目をチェックしてください。
※白いマスをクリックすると、チェックマークが入ります。マスが青色になります。
①「申込に関する同意事項および各決済事業者規約・契約条件等」を必ずご覧ください。（12ページで説明）
②「特定商取引法・前払式取引」を必ずご覧ください。（13ページで説明）
③事業形態について「法人」または「個人事業主」のいずれかを選び、「次のページ」をクリックしてください。

①
②

③③



12②新規申込の方（IDを取得した後）
―申込に関する同意事項および各決済事業者規約・契約条件等

「申込に関する同意事項および
各決済事業者規約・契約条件等」を
クリックすると（11ページ参照）

別ウィンドウで
左の画面が表示されます。
「JPQR申込みに関する同意事項」と、
「各決済事業者の契約条件」について
ご確認いただけます。
〈表示内容〉
●各社規約（PDF表示や各社Webサイトにリンク）
●加盟店手数料率等* ●入金サイクル ●入金手数料 ●
備考
*契約形態の違いにより、
各決済サービスごとに非課税・税込・税別の違いがあります。

各社最新の契約条件をよくご覧いただき、
手数料や入金サイクルについても
ご確認のうえ、
11ページの画面で同意のチェックをお願いします。



13②新規申込の方（IDを取得した後） ―特定商取引法・前払式取引

「特定商取引法・前払式取引とは」をクリックすると（11ページ参照）

別ウィンドウで以下の画面が表示されます。

「特定商取引法・前払式取引」についてご確認いただけます。
こちらも内容をよくご確認いただき、
該当する場合には、11ページの画面でチェックをお願いします。



14②新規申込の方（IDを取得した後） ―申込サービス選択

次にJPQRでご利用になる、申込を希望する決済サービスを選択します。

JPQRに参加するすべての決済サービスが一覧表示されます。
それぞれについて①～③のいずれかをお選びいただいたうえで、「次のページ」をクリックしてください。

①今回の申込みで新たに導入を希望する決済サービスは、「JPQR新規申込」をお選びください。
※Airペイ等複数決済手段が利用可能なサービスを導入済みの方も、JPQR申込が可能です（JPQR新規申込を選択ください）。
②すでに（Airペイ等ではなく）個別に決済サービスを導入済みで、今回の申込みを機にQRコードを

JPQRにまとめたい場合は「既に利用中（今回JPQR申込希望）」をお選びください。
③導入を希望しないサービスは「JPQR申込しない」をお選びください。

① ② ③



15②新規申込の方（IDを取得した後） ―契約先選択と振込先口座入力

JPQR申込みを選んだ決済サービスについて、
契約先の選択と
振込先口座情報をご入力いただきます。

①

①申し込む決済サービスごとに契約先を
お選びいただきます。

※決済サービスに対応する契約先が1社のみの場合、
契約先情報は自動で表示されます。

②国内決済サービスの振込先口座を指定ください。
※ただし、銀行Payは金融機関の指定があるため、

次の③で振込先口座情報を入力ください。

③銀行Payは、選択肢の中から契約先を選択し、
振込先口座情報を入力ください。

④「J-Coin Pay」は、選択肢の中から契約先を選択し、
振込先口座情報を入力ください。

※口座名義は、後ほど入力する事業者情報を含む必要があります。
法人の方は法人名義、
個人事業主の方は代表者名義を含むことをご確認ください。④

③

②

完了したら「次のページ」を
クリックしてください。



16②新規申込の方（IDを取得した後） ―法人情報入力

〈事業形態が法人の場合〉 ※事業形態が「個人事業主」の方は19ページへ
続いて、加盟店事業者さまの情報をご入力いただきます。

★13桁の法人番号のうち、
履歴事項全部証明書に記載があるのは、12桁の番号となります。お手数をおかけいたしますが、
青文字のリンクから国税庁Webサイトで頭の1桁をお調べのうえ、ご入力ください。

※この画面でご入力いただいたご住所宛にJPQRスタートキットをお届けいたしますので、
入力間違いが無いようご注意ください。
入力が完了したら、「次のページ」をクリックしてください。

★

法人



17②新規申込の方（IDを取得した後） ―代表者・ご担当者入力（法人）

続いて、代表者・ご担当者情報をご入力いただきます。

この画面でご入力いただいた法人ご担当者の宛名で、JPQRスタートキットをお届けいたします。

入力が完了したら、「次のページ」をクリックしてください。
※法人情報入力画面と同じ場合にも、お手数ですが再度ご入力が必要です。

法人



18②新規申込の方（IDを取得した後） ―代表店舗屋号情報入力（法人）

最後に、代表店舗の情報をご入力いただきます。

入力が完了したら、「次のページ」をクリックしてください。
※法人情報入力画面と同じ場合にも、お手数ですが再度ご入力が必要です。

※操作ガイドは22ページに進んでください。

法人



19②新規申込の方（IDを取得した後） ―個人事業主情報入力

〈事業形態が個人事業主の場合〉 ※事業形態が「法人」の方は16ページへ
続いて、加盟店事業者さまの情報をご入力いただきます。

※この画面でご入力いただいたご住所宛にJPQRスタートキットをお届けいたしますので、
入力間違いが無いようご注意ください。
入力が完了したら、「次のページ」をクリックしてください。

個人



20②新規申込の方（既にアカウントをお持ちの方）―契約者・ご担当者入力（個人事業主）

続いて、契約者・ご担当者情報をご入力いただきます。 個人

この画面でご入力いただいた個人事業主ご契約者の宛名で、
JPQRスタートキットをお届けいたします。

入力が完了したら、「次のページ」をクリックしてください。
※個人事業主情報入力画面と同じ場合にも、お手数ですが再度ご入力が必要です。



21②新規申込の方（IDを取得した後） ―店舗情報入力（個人事業主）

続いて、店舗の情報をご入力いただきます。

すでに入力が済んでいる屋号情報や自宅住所と、
情報が同じである場合は、該当するものをお選びください。

入力が完了したら、「次のページ」をクリックしてください。
※操作ガイドは22ページ（次ページ）に進んでください。

個人



22②新規申込の方（IDを取得した後） ―申込み確認画面

次に、これまでに入力した
申込み情報の確認画面が表示されます。

今一度、内容にお間違い無いかどうか
ご確認ください。

お間違いがあった場合は、
それぞれの項目の
「当該ページへ戻る」をクリックし、
正しい情報に修正してください。

ご確認いただき問題なければ、
最下部にある
「確認して証憑入力」を
クリックしてください。

個人

法人



23②新規申込の方（IDを取得した後） ―証憑入力

続いて、お申込みに必要な証憑画像をご登録いただきます。

●（法人の場合）登記簿謄本 ●（個人事業主の場合）本人確認書類
●店舗内観・外観（それぞれ）の写真 ●許認可写し（許認可業種の事業者さまのみ）
●事業内容が分かる資料（任意） をJPEG形式（ファイル名の拡張子は“.jpg” または “.jpeg”）、
1ファイルあたりで5MB以下でご登録ください。（JPEG以外の形式ではご登録できません。）
※iPhoneをご利用の方は、以下のように設定を変更してから撮影してください。

「設定」＞「カメラ」＞「フォーマット」＞「互換性優位」を選択
※一度アップロードし申請いただいた後の追加や修正はできません。

また、同じ項目で複数ファイルアップロードする場合は、一度にアップロードする必要があります。
※「参照」ボタンを押して、該当の画像ファイルを指定の上「開く」ボタンを押すと登録できます。
登録が完了したら「申込内容送信」をクリックしてください。

個人

法人

●証憑撮影イメージ
あらかじめ必要書類を
撮影してご用意いただくか、
スマホでお申し込みください。



24②新規申込の方（IDを取得した後） ―申込完了

以下の画面が表示されると、新規申込完了です。

お疲れさまでした。

複数店舗お申し込みの事業者様は、続いて「店舗追加」をクリックしてください。
※操作ガイドは32ページに進んでください。

※申込に関する同意・確認事項で、フランチャイジーなどを選択した方は、
店舗情報を追加することができません。



25

③申込完了後の
流れについて



26③申込完了後の流れについて―申込み書類の不備

Web申込み時の入力内容や書類に不備があった場合は、
JPQR Web受付システムより、メールにてご連絡いたします。

申込者

件名：
【PLUG（JPQR web受付）】
申込不備のお知らせ

不備修正はWeb受付システムより「再申込」として提出ください。



27③申込完了後の流れについて―各決済サービスの審査と結果通知

無事申込みが完了した後、お申込みいただいた
決済サービスごとの審査がスタートします。

審査期間は各決済サービスにより異なります。
審査結果は各決済サービスより、それぞれ別々にメールで通知されます。
※迷惑メールフォルダへの振り分けやメールの見間違いがよく起こりますので、ご注意ください。
※キャリア携帯のメールアドレス宛ですと、設定によってはメールが届かない可能性があります。

ドメインの解除手続きを行い、メールが受信できるようにしてください。

A Pay

B Pay申込者

審査OK!

審査OK!

A Pay
審査OK

B Pay
審査OK
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④既に申込をしていて
決済サービスを
追加したい方



④既に申込をしていて決済サービスを追加したい方―トップ画面→決済サービス追加

決済サービスの追加はトップ画面から行うことができます。

★メニューから「決済サービス追加」をクリックしてください。

★

※以降、決済サービス追加の流れは、新規申込時と同様の項目を入力いただきます。
申込みに必要な書類一覧（10ページ）を改めてご確認いただいた上で、
本操作ガイドの11ページから24ページをご覧いただき、決済サービス追加を進めてください。

※申込みに必要な書類は、内容に変更がない場合、改めてご用意いただく必要はございませんが、
一部、発行日からの期限が過ぎてしまった書類については、お手数ですが再度発行をお願いいたします。

※決済サービス追加の場合、新規申込時に既にお申込みいただいている決済サービスなど、
一部の選択肢は変更できないようになっています。

29



30

⑤既に申込をしていて
店舗を追加したい方



⑤既に申込をしていて店舗を追加したい方―トップ画面→店舗追加

店舗の追加はトップ画面から行うことができます。

★メニューから「店舗追加」をクリックしてください。

※申込に関する同意・確認事項で、フランチャイジーなどを選択した方は、
店舗情報を追加することができません。

★

31



⑤既に申込をしていて店舗を追加したい方―追加店舗一覧

審査依頼中の、店舗情報一覧が表示されます。

★

★右の「新規店舗追加」をクリックしてください。

32



⑤既に申込をしていて店舗を追加したい方―追加店舗情報入力

以下の画面から、追加店舗の情報を入力してください。

店舗情報の入力が完了したら、「追加」をクリックしてください。
32ページの画面の店舗情報一覧に、店舗名が追加されます。

33



34

⑥審査状況を確認したい方



⑥審査状況を確認したい方―トップ画面→審査状況照会

決済サービス毎の店舗審査状況を確認したい場合は、
「審査状況照会」からご覧いただけます。

★メニューから「審査状況照会」をクリックしてください。

★

35



⑥審査状況を確認したい方―審査状況照会

以下の画面にて、決済サービスごと
個別の審査状況がご確認いただけます。

36



37

⑦アカウント情報の修正や
店舗情報の
修正・削除をしたい方



38⑦アカウント情報の修正や店舗情報の修正・削除をしたい方
―パスワードを忘れてしまった場合（リセット）

パスワードを忘れてログインできない場合は、
パスワードをリセットすることができます。

★ログイン画面で青文字のリンク部分をクリックしてください。

★



39

登録した生年月日、メールアドレスを入力し「次へ」をクリックしてください。

次の画面で「リセット」をクリックすると、
パスワードリセット専用のURLを記載したメールが送信されます。

⑦アカウント情報の修正や店舗情報の修正・削除をしたい方
―パスワードを忘れてしまった場合（リセット）



40⑦アカウント情報の修正や店舗情報の修正・削除をしたい方
―パスワードを忘れてしまった場合（リセット）

パスワードリセット専用URLから、以下の画面に遷移します。

新しいパスワードを空欄に2回入力し
「変更」をクリックすればパスワードのリセットが完了します。
※完了後はログイン画面が表示されますので、あらためてログインしてください。



41⑦アカウント情報の修正や店舗情報の修正・削除をしたい方
―トップ画面→パスワード変更

パスワードを変更をしたい場合は、
「パスワード変更」から行えます。

★メニューから「パスワード変更」をクリックしてください。

★



42⑦アカウント情報の修正や店舗情報の修正・削除をしたい方
―トップ画面→ユーザー情報変更

ユーザー名・生年月日・メールアドレスの情報は、
「ユーザー情報変更」から変更いただけます。

★メニューから「ユーザー情報変更」をクリックしてください。

★



43⑦アカウント情報の修正や店舗情報の修正・削除をしたい方
―ユーザー情報変更

以下の画面にて、ユーザー情報の変更が可能です。

情報を変更後、「保存する」をクリックすると完了です。
※メールアドレス変更後は、確認メールが送信されます。



⑦アカウント情報の修正や店舗情報の修正・削除をしたい方
―店舗情報の修正・削除→各社連絡先

一度登録した店舗情報は、
本サイトからは修正・削除することができません。

審査結果が出たあとに、
★「お問い合せ先」に記載された各社連絡先までご連絡ください。

44

★



45その他・不明な点がある場合

ユーザーIDを忘れた場合、また操作方法がわからない場合は、
コールセンターにお問合せください。

JPQR普及事業コールセンター
（ご不明点・お申込み方法のお問合せ）

（9:00～18:00 土日祝日含む）

0120-206-100

申込等に関するよくあるご質問は、
事業Webサイトにも掲載していますのでご確認ください。

【URL】https://jpqr-start.jp/business/


